
Cambridge Filter Corporation

P R O F I L E

本 社

大阪営業所  

名古屋営業所

九 州 営 業 所

東 北 営 業 所

六ヶ所営業所

〒105-0014 東京都港区芝3-14-2 芝ケンブリッジビル
TEL:03-6400-5011(代) FAX:03-6400-5022
〒550-0004 大阪府大阪市西区靭本町1-10-24 三共本町ビル7階
TEL:06-6444-0008 FAX:06-6444-3355
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-18-11 合人社名古屋丸の内ビル2階
TEL:052-222-1060 FAX:052-222-1061
〒812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町1-3 明治通りビジネスセンター別館8階
TEL:092-262-6436 FAX:092-262-6418
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 東京建物仙台ビル6階
TEL:022-217-2211 FAX:022-217-2277
〒039-3212 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附1-35 むつ小川原ビル1階
TEL:0175-72-4428 FAX:0175-72-4429

相 模 原
開発センター
金 沢 工 場

那 須 工 場

相 模 原
サービスセンター
相 模 原
流通センター

〒252-0217 神奈川県相模原市中央区小町通2-7-12 相模原3号館
TEL:042-779-6111 FAX:042-773-1146
〒920-0177 石川県金沢市北陽台3-5 金沢テクノパーク
TEL:076-257-8511 FAX:076-257-3663
〒329-2745 栃木県那須塩原市三区町628-1
TEL:0287-47-6781 FAX:0287-47-6780
〒252-0217 神奈川県相模原市中央区小町通2-7-9 相模原1号館
TEL:042-770-2061 FAX:042-770-2066
〒252-0217 神奈川県相模原市中央区小町通り2-8-4
TEL:042-772-4425 FAX:042-772-4426
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会社概要

代表取締役社長 近藤 芳世
ケンブリッジフィルターコーポレーション株式会社

近藤工業株式会社と日本ケンブリッジフィルター株式会社は、2022年1月1日経営統合し、新たに「ケンブリッジ
フィルターコーポレーション株式会社」としてスタートしました。
ケンブリッジフィルターコーポレーション株式会社は、エアフィルタ及びその関連機器／システムを通して、お客様の
求めるPureでCleanな環境創りに貢献いたします。

… ケンブリッジフィルターコーポレーション株式会社
… 1953年6月11日
… 代表取締役会長　近藤 和美
　 代表取締役社長　近藤 芳世
… 8,000万円
… 320人（2022年1月1日現在）

社 名
設 立
代 表 者

資 本 金
従 業 員 数

… 〒105-0014 
    東京都港区芝3-14-2 
    芝ケンブリッジビル
    TEL：03-6400-5011
　 https://cambridgefilter.com
… 国土交通大臣許可（特）
    第23656号（管工事業）

本 社

建設業者登録

変化の時代、ニーズも変わる。

BUILDING A BETTER
BRIDGE TO THE FUTURE

代表ごあいさつ
Top Message

基本理念
Cambridgeチームメンバーは“Collective Flow”「燃える集団」となり
ケンブリッジブランドを世界中に広めていくことを任務とします

品質
環境方針

当社は、多義に亘る空気清浄空間を国内及び海外に提供するために、
製品及びサービスを支援できる品質及び環境マネジメントシステムを構築する

1. お客様のニーズと期待を満たせられる努カをする
2. お客様の要求事項及び適用される
    法令・規制要求事項、社会的な規範、地域のルールの順守義務を果たす
3. 事業活動は、環境汚染の予防及び資源の利用、
    生態系への保護に配慮した材料、方法、設備等を使用する
4. 品質及び環境マネジメントシステムは、
    リスク及び機会への取組みを含め継続的改善を図る 

重点方針
1. 朝の挨拶励行
2. 端正である

3. ブランドに誇りを持つ Cambridge Pride
4. 自我作古（成長のためのチャレンジ）
5. Helping each other

近藤工業株式会社と日本ケンブリッジフィルター株式
会社は合併し、「ケンブリッジフィルターコーポレーション
株式会社」となりました。
米国で開発され、マンハッタン計画で使用されたケンブ
リッジフィルター。その後、業界再編などに伴い、高性能
フィルタの代名詞であるケンブリッジブランドを製造
しているのは、世界で当社グループのみとなりました。
近藤工業の創立70周年を迎えるにあたり、販売会社と
製造会社を統合し、“Collective Flow”「燃える集団」
として、ケンブリッジブランドを世界市場で復活させる。
その想いを込めて、新会社名は米国で創業された当時の
社名であるケンブリッジフィルターコーポレーションと
いたしました。
ケンブリッジフィルターは、電子デバイス・医薬品・食品
などの製造工場や、病院・原子力関連施設など、各規格に
対応したハイエンドフィルタです。

米国の最先端技術拠点であるNASAやローレンス・リバ
モア国立研究所でも評価され、当社のフィルタが採用
されています。
今後も、高性能フィルタ業界を牽引するケンブリッジ
ブランドに求められる機能を追求する研究開発、フィルタ
及びフィルタ関連機器の製造に注力してまいります。　
また、SDGsに資するバリューチェーンの構築と、再利用・
省資源・省エネをキーワードとした新製品開発も進めて
います。
半導体や電子機器を中心に、製造業では海外から国内への
生産拠点の回帰が進むと言われる中、製販一体となった
メリットを最大限活かして、さらにご満足いただけるよう
今後も努力してまいります。

燃える集団として、ケンブリッジブランドを世界中に広めます
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東京都港区に資本金250万円で
近藤工業株式会社を設立

1953
名古屋営業所開設
1968

九州営業所開設
1980

資本金
8,000万円に増資

1990

大阪営業所開設
1957

日本ケンブリッジフィルター
株式会社の全株取得

1991
米国ライトハウス社と
日本総代理店契約を結ぶ

2004

近藤工業株式会社と
日本ケンブリッジフィルター
株式会社が合併し、
ケンブリッジフィルター
コーポレーション株式会社へ
商号を変更

2022

北陸工場を金沢工場に
名称変更

2020資本金375万円で
日本ケンブリッジフィルター
株式会社を設立
平塚工場新設（～2000）

1968

北陸工場新設
(～1996)

1977
資本金1,000万円に
増資

1984 東北工場新設
(～2011)

1995

北陸工場新設・移転
1997

相模原工場新設
(～1997)

1978

相模原流通
センター開設

1987

神奈川
工場新設
(～2002)

1989

海外合弁会社、
韓国ケンブリッジ  
フィルター
株式会社を設立

1985

米国ケンブリッジフィルター社と
高性能フィルタの
極東総代理店契約を結ぶ

1958

ケンブリッジ
フィルターサービス
株式会社を設立

1993
全社、ISO14001取得
2005

ケンブリッジフィルター
（中国）有限公司を
上海に設立

1995

米国ATI社と
代理店契約を結ぶ

1996

ケンブリッジフィルター
シンガポール株式会社を設立

2013

東北営業所開設
1998

全社、ISO9001取得
2002

全社、
ISO9001及び
ISO14001取得

2001

那須工場新設
2019

北陸工場増設
2007

ケンブリッジフィルターコーポレーションの歴史
History

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

近藤工業
株式会社

日本
ケンブリッジ
フィルター
株式会社
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事業内容
Business content

半導体・液晶
クリーンルーム、工場空調や製造装置など幅広い用途で
クリーン機器が使用されています。
当社が開発・製造しているエアフィルタは、
半導体・液晶業界の技術革新と共に
数十年に亘る信頼と実績があります。

半導体・液晶
クリーンルーム、工場空調や製造装置など幅広い用途で
クリーン機器が使用されています。クリーン機器が使用されています。
当社が開発・製造しているエアフィルタは、当社が開発・製造しているエアフィルタは、

製薬
医薬品製造施設では原料入庫から製品の製造・出荷まで
GMP（Good Manufacturing Practice）による
管理運用が求められています。
バイオハザード施設、細胞培養施設や高薬理活性製剤施設
など、様々な分野でエアフィルタが活躍しています。

製薬製薬
医薬品製造施設では原料入庫から製品の製造・出荷まで医薬品製造施設では原料入庫から製品の製造・出荷まで
GMP（Good Manufacturing Practice）によるGMP（Good Manufacturing Practice）による
管理運用が求められています。管理運用が求められています。

食品
食品製造施設では、
HACCPに沿った衛生管理が求められています。
防虫対策、施設空調や簡易クリーンブースなど、
様々な用途でエアフィルタが活躍しています。

食品食品
食品製造施設では、食品製造施設では、食品製造施設では、食品製造施設では、食品製造施設では、食品製造施設では、食品製造施設では、食品製造施設では、
HACCPに沿った衛生管理が求められています。HACCPに沿った衛生管理が求められています。HACCPに沿った衛生管理が求められています。HACCPに沿った衛生管理が求められています。HACCPに沿った衛生管理が求められています。
防虫対策、施設空調や簡易クリーンブースなど、防虫対策、施設空調や簡易クリーンブースなど、

病院・大学
病院では手術室、ICU、無菌室、
コロナ患者受け入れ病室や排気設備など、幅広い用途で
HEPAフィルタが使用されています。
また、病理検査室や解剖室におけるホルムアルデヒド・
有機溶剤対策として、気流制御を重視したクリーン機器や、
感染対策製品を取り揃えています。
大学や研究室でも用途に合わせたエアフィルタ・クリーン機器の実績があります。

病院・大学
病院では手術室、ICU、無菌室、病院では手術室、ICU、無菌室、病院では手術室、ICU、無菌室、
コロナ患者受け入れ病室や排気設備など、幅広い用途で
HEPAフィルタが使用されています。

ビル・商業施設
建築物衛生法により、
居室の清浄化が求められています。
居室内で快適に過ごせるように、
プレフィルタや中高性能フィルタが活躍しています。

ビル・商業施設ビル・商業施設ビル・商業施設ビル・商業施設ビル・商業施設ビル・商業施設
建築物衛生法により、建築物衛生法により、建築物衛生法により、
居室の清浄化が求められています。居室の清浄化が求められています。
居室内で快適に過ごせるように、居室内で快適に過ごせるように、

環境・エネルギー
原子力関連施設では、
高い品質要求を満たすエアフィルタが求められています。
汚染物質の拡散防止や非常時における施設流入による
被ばくの低減を図るためにエアフィルタが活躍しています。

環境・エネルギー環境・エネルギー
原子力関連施設では、原子力関連施設では、原子力関連施設では、原子力関連施設では、
高い品質要求を満たすエアフィルタが求められています。高い品質要求を満たすエアフィルタが求められています。高い品質要求を満たすエアフィルタが求められています。高い品質要求を満たすエアフィルタが求められています。
汚染物質の拡散防止や非常時における施設流入による
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製品紹介
Product Introduction

アブソリュート・フィルタ シリーズ
製品名

微粒子を捕集するHEPAフィルタです。
様々な分野・用途で使用される為、
お客様のご要望に合わせて設計しています。

エアロアンサー・エコ・フィルタ シリーズ
製品名

PM2.5や花粉等を除去する中高性能フィルタです。
主に外調機や空調機に用いられ、
建屋に清浄な空気を供給します。

ケミアレスト シリーズ
製品名

気中に含まれる臭気・ガスの除去を目的としたフィルタです。
外気処理用、循環空調用や半導体製造装置用などの用途で、
清浄な空気を供給します。

ネオストリーム クラシック
製品名

ファンとフィルタを組み合わせたクリーンユニットです。
半導体製造装置の局所クリーン化に使用され、
お客様のご要望に合わせて設計しています。

ケンブリッジ・ラミナーフローサプライユニット
製品名

クリーンルームの天井の最終吹出口として設け、
クリーンエアーを供給します。
型式：CSU

ケンブリッジ・Ｃ－ロックユニット
製品名

屋内外設置可能で、フィルタを点検口から引き出す
省スペースなユニットです。
型式：VH

パーティクルカウンタ Apexシリーズ
製品名

空気中にある塵埃等の微粒子を計測する装置です。
医薬品製造施設や半導体製造施設のクリーンルームにおける
清浄度測定等に使用されます。
型式：Apex Z3,Apex Z50

デジタル式エアロゾルフォトメータ
製品名

無菌製剤施設のエアフィルタ完全性試験や、
クラスⅡ安全キャビネットの受渡時検査で使用される
フィルタリーク検査器です。
型式：Model 2i

クラスⅡ安全キャビネットの受渡時検査で使用される
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金沢工場

名古屋
営業所

相模原開発センター
相模原サービスセンター
相模原流通センター

大阪
営業所

六ヶ所
営業所

東北
営業所

那須工場

本社

シンガポール

上海
韓国

九州営業所

本社
〒105-0014 東京都港区芝3-14-2 芝ケンブリッジビル
TEL:03-6400-5011 FAX:03-6400-5022

大阪営業所
〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-10-24 三共本町ビル7階
TEL:06-6444-0008 FAX:06-6444-3355

名古屋営業所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-18-11 合人社名古屋丸の内ビル2階
TEL:052-222-1060 FAX:052-222-1061

九州営業所
〒812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町1-3 明治通りビジネスセンター別館8階
TEL:092-262-6436 FAX:092-262-6418

東北営業所
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 東京建物仙台ビル6階
TEL:022-217-2211 FAX:022-217-2277

六ヶ所営業所
〒039-3212 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附1-35 むつ小川原ビル1階
TEL:0175-72-4428 FAX:0175-72-4429

米国駐在員事務所
2622 North Ogden Road, Suite 101 Mesa, Arizona 85215 USA
TEL:+1-480-777-1818 FAX:+1-480-777-7139

相模原開発センター
〒252-0217 神奈川県相模原市中央区小町通2-7-12 相模原3号館
TEL:042-779-6111 FAX:042-773-1146

相模原サービスセンター
〒252-0217 神奈川県相模原市中央区小町通2-7-9 相模原1号館
TEL:042-770-2061 FAX:042-770-2066

相模原流通センター
〒252-0217 神奈川県相模原市中央区小町通2-8-4
TEL:042-772-4425 FAX:042-772-4426

熊本流通センター
〒861-5523 熊本県熊本市北区徳王町98-1 A3
TEL:096-277-1215

金沢工場
〒920-0177 石川県金沢市北陽台3-5 金沢テクノパーク
TEL:076-257-8511 FAX:076-257-3663

那須工場
〒329-2745 栃木県那須塩原市三区町628-1
TEL:0287-47-6781 FAX:0287-47-6780

ケンブリッジフィルターサービス株式会社 本社
〒105-0014 東京都港区芝3-14-2 芝ケンブリッジビル
TEL:03-6400-5501 FAX:03-6400-5502

ケンブリッジフィルターサービス株式会社 関西営業所
〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-10-24 三共本町ビル7階
TEL:06-6444-5702 FAX:06-6444-5712

ケンブリッジフィルターシンガポール株式会社
201 Woodlands Ave 9 #04-50 Woodlands Spectrum 2 738955 Singapore
TEL:+65-6254-5121 FAX:+65-6254-5128

ケンブリッジフィルター（中国）有限公司
上海市松江洞経工業区洞庫路168-C5003
TEL:+86-21-33692008 FAX:+86-21-33692009

韓国ケンブリッジフィルター株式会社
日本オートマティックコントロール株式会社
エイコーフィルター株式会社営業拠点 生産拠点 その他の施設

熊本流通センター

アリゾナ

那須工場

本社

グローバルネットワーク
Global Network 
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